
下線及び黄色は新研
修

NO 研修会名 目的 場所
目指す
レベル 日時・時間 講師 時間

公開有
無

3 看護技術Ⅰ：採血 採血の正しい知識・技術を習得し、安全・確実に実施する 第１研修ホール Ⅰ ４月13日（火）   9:30～17:00 院内講師 6時間 有

4
看護技術Ⅱ： 皮下注・筋肉注・静脈
注射

注射の知識・技術を確認し、正しい方法で安全に実施する 第1研修ホール Ⅰ
４月14日（水）4月15日（木）
　9:30～12:30　13:45 ～
16:45

院内講師
３時間×

2日
有

5 看護と安全　①概論
安全な医療が提供できるように、知識と技術を習得し事故防止
に役立てる

第１研修ホール Ⅰ
４月20日（火）
   9:30～12:30　13:45 ～
16:45

院内講師 3時間 有

6
看護と安全　②輸液ポンプ・シリン
ジポンプ

輸液ポンプ・シリンジポンプの正しい知識、技術を習得し、安
全な操作ができる

第１研修ホール Ⅰ
４月26日（月）4月27日（火）
   12:30～14:30　15:00～
17:00

院内講師 　２時間 有

7
看護と安全　③事例分析　④薬品管
理

安全な医療が提供できるように、知識と技術を習得し事故防止
に役立てる

第１研修ホール Ⅰ ８月５日（木）　13:30～16:30 院内講師 ３時間 有

9 看護技術Ⅲ麻薬・輸血・インスリン
麻薬・輸血・インスリンの取り扱い方法を理解し、安全・確実
に実施する

第１研修ホール Ⅰ

5月27日（木）or 6月1日（火
（未定）
　 ９:30～12:30　13:45 ～
16:45

院内講師 ３時間 有

10 メンタルヘルスケア研修
自分の心身の状況を受け止め、ストレスに対しての対処行動が
とれるようになる

第１研修ホール Ⅰ
５月17日【月）or 20日（木）
　 （未定）　13:30～16:30

院内講師 ３時間 有

12 急変時の看護
急変時の看護の流れを知り、助言を得ながらチームの一員とし
て行動できる

第１研修ホール Ⅰ
8月11日・12日　or　13日（未
定）
　             9:30～17:00

院内講師 6時間 有

13 赤十字と看護倫理
赤十字の基本原則について理解を深め、日常的に経験している
看護活動に結び付けつける。看護活動の中で感じたジレンマを
倫理的問題として判断できるようになる

第1研修ホール
Ⅰ赤十字卒
業生以外の
参加可能

６月18日（金）
　９:30～12:30　13:45～
16:45

院内講師 3時間
 有

※赤十字
施設のみ

15
多重並行業務　ー複数患者への対
応ー

多重課題・時間切迫の状況下で患者のニーズをとらえ安全を確
保した看護行為の実践に向けて、複数患者への対応に必要なア
セスメント力を身に付ける

第1研修ホール Ⅰ
７月13日（火）
　10:00～12:30　14:00～
16:30

院内講師 2.5時間 有

20
新人サポーター　初回　（1/3）
新人看護師支援の基本

実地指導者・チューターの役割、新人看護師の指導について理
解を深め、新人看護師の支援をする

第１研修ホール
Ⅱ実地指導
者・チュー

ターになる人

令和４年２月15日（火）
　13:00-17:00

院内講師 4時間 有

21 看護と倫理
日常の看護ケアにおける臨床倫理を学び、倫理的問題について
ツールを用いて検討する能力を培う。

第1研修ホール Ⅱ ６月10日（木）　13:00～17:00 院内講師 4時間 有

22
看護は観察から始まる　PartⅡ
（フィジカルアセスメント）

フィジカルアセスメントに必要な知識・技術を理解し、アセス
メントする力を高め、看護実践に結びつける。

第1研修ホール Ⅱ
７月27日（火）　1３:00～
17:00

院内講師 4時間 有

23 メンバーシップ・リーダーシップ
メンバーシップ・リーダーシップを理解し、各部署の目標達成
のためにチームの一員としてメンバーシップを発揮する。

第1研修ホール Ⅱ ９月21日（火）　13:00～17:00 院内講師 4時間 有

24
救護員としての赤十字看護師 （1日
目）

赤十字看護師として救護活動について理解し行動化する 長野県支部 Ⅱ
10月5日（火）　８:30～17:00
※赤十字以外の卒業生は必須

日本赤十字社長野県支部
事業推進課職員・院内講
師

8時間
 有

※赤十字
施設のみ

25
救護員としての赤十字看護師
（2日目・3日目）

赤十字看護師として救護活動について理解し行動化する 長野県支部 Ⅱ

10月6日（水）　8：30～17：00
10月7日（木）　8：30～17：00

日本赤十字社長野県支部
事業推進課職員・院内講
師

14時間
 有

※赤十字
施設のみ

　令和３年度　長野赤十字病院 看護部 キャリア開発ラダー教育計画  　（2月19日現在）　　



26
救護員としての赤十字看護師フォロー
アップ研修

赤十字救護員の役割を理解し、災害の状況に応じた看護活動が
実践できる

長野県支部 Ⅲ 未定
日本赤十字社長野県支部
事業推進課職員・院内講
師

14 時間
 有

※赤十字
施設のみ

27 指導者 OJTを理解し、後輩を成長プロセスでサポートする。 第1研修ホール
Ⅲ

新人教育担当
者･臨床指導者

①６月24日（木）　②7月1日
（木）

院内講師 14時間 有

28 救急看護
救急医療に関する知識と技術を習得し、救急看護の指導者とし
ての役割を担う。

第1研修ホール Ⅲ
①7月８日（木）②７月14日
（水）
③７月15日（木）

院内講師 14時間 有

29 リフレクション
看護におけるリフレクションの意義を理解し、他者とともに実
践をリフレクションするスキルを学ぶ。

第1研修ホール Ⅲ
9月９日（木）（1日）

外来講師白鳥さつき先生 5時間 有

30 看護管理の基本 看護管理の基本的は知識を得て、部署の看護管理を理解する 第1研修ホール Ⅲ ９月27日（月） 院内講師 3時間 有

31 がん看護 がん医療の動向および看護に必要な専門知識を習得する 第1研修ホール Ⅲ

①10月19日（火）　８:30～
17:00
②10月20日（水）　８:30～
17:00

院内講師 6時間 有

32 地域看護
グローバル化に伴う地域の健康問題や地域包括ケアシステムを
理解し、地域で安心して生活するための看護サービスを提供す
る能力を養う。

第1研修ホール Ⅲ
①10月25日（月）
②10月26日（火） 院内講師 1３時間 有

33
チーム医療に役立つコミュニケー
ション

チーム医療に役立つコミュニケーションを学ぶ。 第1研修ホール Ⅲ
11月25日（木）　13:00～
17:00 院内講師　臨床心理士 4時間 有

34 看護管理の実践
看護管理に必要な知識・技術を習得し、看護管理実践に取り組
む

第1研修ホール Ⅳ
①12月７日(火）②12月９日
（木）③12月14日（火）

院内講師 15時間 有

35 感染管理コース（院内認定は７回）
感染防止に必要な基本的感染管理の知識・技術を学び、各部署
での感染防止を推進する。

第1研修ホール 全看護職員

①5月6日（木）②6月28日（月）
③④7月20日（火）⑤8月26日（木）
⑥9月28日（火）　⑦10月28日（木）
各回13:30～15:00　※7月20日は
13:30～16:30

院内講師　感染管理認定
看護師

10.5時間
（1.5×

7）

有

36 褥瘡ケアコース（院内認定は6回）
より専門的な褥瘡・ストマなどの皮膚・排泄ケアの知識・技術
を学び、看護の実践場面で活かす

第1研修ホール 全看護職員

①5月7日（金）②6月29日（火）
③④7月29日（木）⑤8月30日（月）
⑥11月１日（月）
各回13:30～15:00※7月29日は13:30
～16:30

院内講師　皮膚排泄ケア
認定看護師

9時間
（1.5×

6）
有

37 高齢者ケア（2回/年開催）
おいしく食べて歩ける高齢者を目指すケアを実践する能力を養
う

第１研修ホール 全看護職員
5月14日（水）
11月９日（火）

院内講師　老年看護専門
看護師

６時間 有

38 災害看護コース  全3回
自部署において防災看護師として活動するために、防災に必要
な基礎知識を学ぶ。

第1研修ホール 全看護職員
①8月2日（月）②8月26日（木）⓷
８月30日（月）各回15:30～17:00

院内講師　災害看護専門
看護師

4.5時間
(1.5×
３）

有

39 グローバルヘルスケア
生活する地域の理解、国境を越え国際的な健康問題を理解する
（仮）

第1研修ホール 全看護職員 11月16日（火）13:30～17:00 院内講師 3時間 有

40 呼吸器コース（2回/年開催）　　　　
呼吸器の生理の知識を深め、呼吸器使用患者の看護ができる。また、
安全な人工呼吸器の取り扱いができる。

第１研修ホール 全看護職員
9月28日（火）15:30～17:00
12月16日（木）15:30～17:00

院内講師 1.5時間 有

41 赤十字幼児安全法（短期講習） 地域住民とともに赤十字幼児安全法の知識・技術を身に付ける 第１研修ホール 全看護職員 8月10日（火） 赤十字幼児安全法指導員 ２時間 有

42 赤十字健康生活支援（支援員養成）
赤十字健康生活支援講習の知識・技術・指導法を学び、指導者
として活動できる能力を身に付ける

学校実習室 全看護職員
①11月4日（木）　②11月5日
（金）

赤十字健康生活支援指導
員

時間 有

43 赤十字救急法（救急員養成）
赤十字救急法講習の知識・技術・指導法を学び、指導者として
活動できる能力を身に付ける

長野県支部 全看護職員
①8月18日（水）②8月19日
（木）
③8月20日（金）

赤十字救急法指導員 20時間 有

47 係長研修 看護管理者に必要な知識、技術、態度を習得する 第1研修ホール 係長
11月13日（土）または11月20日
（土）

外来講師（未定） 3時間 有



48 師長研修 看護管理者に必要な知識、技術、態度を習得する 第1研修ホール 師長
12月11日（土）または12月18日
（土）

外来講師（未定） 3時間 有

52 トピッ
ク ストレスを受けないスキル

ストレスを受けないよう生活するためのスキル（こころの知能
指数　EQ)を学ぶ。

第1研修ホール 全看護職員 12月7日（火）17:３０～19:30 外来講師　日下和代先生 2時間 有


